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国際ロータリー2720地区

2007～2008年度
2007～2008年度　国際ロータリー・テーマ

国際ロータリー会長　ウィルフリッド・Ｊ・ウィルキンソン

ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES

中津平成週報

中津平成ロータリークラブ

◎本日の例会プログラム

前回（844回例会）の記録　平成19年７月12日（木）

○次回例会プログラム

■ビジター

　なし

■出席報告

　会　員　数　26名
　免 除 者 数　０名

　対 象 者 数　26名
　本日出席者　24名
　欠 席 者 数　２名

　出　席　率　　　　92.31%

ゲスト卓話
「フィリピン海戦にて九死に一生」大家慎司氏

各委員会　「今年度活動方針」

■前々回出席報告の修正

　前々回欠席者　　３名

　メイクアップ　　０名

　欠　席　者　　３名

　修正出席率　88.46%→　88.46%

●メイクアップ

　なし

●欠席者

　出納、渡邉、土居

・クラブ奉仕委員会　
加来委員長

　今年度の若松会長の
基本方針がスムーズに実
行できるように協力して
行きたいと思います。
１．若松会長のテーマが
「参加しましょう」なので、より多くの会員
がクラブ行事、奉仕活動、姉妹交流、研
修セミナー、地区大会などに参加されるよ
うに各委員会と共同で努力したいと思いま
す。
２．また、次年度の20周年に向けて、会員
の増強と記念事業の準備などを考えたい
と思います。
３．前年度と同様にロータリー情報委員会と
協力してロータリー夜学と家庭集会を各１
回行いたいと思います。

・社会奉仕委員会
江渕委員長

１．向笠公園の清掃を
中津RC・中津中央
RCと協力して行う。
２．新世代奉仕委員会
と協力して奉仕を行う。

・国際奉仕委員会　二反田委員長
　会員全員が国際理解、親善、平和を推進
する為に、今年度は以下の取り組みを予定し
ています。
１．バングラディッシュへの図書寄贈を継続
していきます。
２．地区財団を活用してのWCS（世界社会
奉仕活動）取り組みを検討したい。
３．２月の世界理解月間には例会卓話を予定
します。

・職業分類委員会　津崎委員長
１．昨年度の分類表に基づき早急に職業分
類表を作成する。
２．理事会・会員選考・会員増強委員会と
緊密な連絡をとりながら会務を遂行する。
３．理事会より回ってきた推薦カードは速や
かに理事会に回答する。

・会員選考委員会
梶屋委員長

　ロータリークラブ細則
に、委員会は会員に推薦
されたすべての者を個人
的な面から検討してその
人格、職業上および社会
的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調
査し、すべての申込みに対する委員会の決定
を理事会に報告しなければならないとなって
います。よって
１．提示された推薦カードに記載の候補者に
ついて、ただちに委員会を開催し、クラブ
細則に定める会員資格諸要件を満たすか
否かを審査して理事会に報告します。
２．候補者の住所、職業、事業所の所在地、
業務内容に照らして例会出席を確保できる
かどうか、会員となった場合の職業分類を
同じくする、或いは関連する現会員の意見
を最大限重要視する。
３．会員増強委員会、職業分類委員会との
連携をとり、迅速に行動する。

・会員租増強委員会
熊谷委員長

　ロータリーに限らず諸団
体の会員は減少傾向にあ
ります。原因はいろいろで
しょう。平成ロータリーク
ラブもその傾向にあり、こ
こ数年減少の一途をたどっています。当クラブ
も来年は創立20周年を迎えます。良い機会と
捕らえてみんなで増強に取り組みたいものです。
自分自身が会に入会したときの事、また入会後
に感じた事などを増強の糧にして進めていただ
きたい。まずは１年間に１人が最低１人推薦を
お願いしたいと考えております。ロータリーの魅
力はなんなのか。またロータリーとは何なのか。
ロータリーの自慢話ができるか。といったこと
の再確認をしてみたいと思っております。そんな
ことを糧に増強ができればと考えております。
１．自分の入会時のこと、入会後に感じた事
などを糧に増強を。
２．ロータリーとは、魅力は、自慢話ができ
るか、を糧に増強を。
３．１人が１人推薦を。　　　　（文責：田原）



我らの生業

会長　若松　定生
　先週第１回目の例会終
了後、榎本幹事と共に挨
拶廻りを行いました。中
津L、中津沖代L、中津
市役所市長室、記者クラ
ブ、大分合同新聞中津支

局に参り、中津市役所では折りよく市長に面
談でき、市内３RCの中で一番新しく若い行動
力のあるRCとPRしてきました。今週になり、
10日に中津中央RC、11日に中津RCと廻り、
後は17日の三火会を残すのみとなりました。
　さて、ロータリーの友の今月号には「ガバ
ナーの横顔」と題して2007～ 08年度の全
地区ガバナーの紹介記事が掲載されています。
ここで地区という日常使用の語句が出てきま
したが、少しお話させていただきます。用語
集では「RIの管理の便宜上、また各クラブの
ロータリー活動を援助する為にまとめられた
一群のクラブの所在する一定の地理的区域を
言う。」又、2005～ 06年度の理事会で新た
に定義され、細則に従ってRI理事会が設定し
た地理的境界内のクラブのグループです。日本
の場合、行政上の単位が地区になっている為、
新しい定義による影響は無いそうです。世界
の地区総数は530（2001）、日本は全国35の
地区に分かれ、一般的には一地区2700人以
上のロータリアンとクラブ数75以上が理想で
あるとされています。ちなみ我が2720地区は
（2007年1月）2777人、77クラブです。
　この「ガバナーの横顔」の中で秋田を中心
とする第2540地区では、今期の為のガバナー
ノミニーを選出する事ができず、前年度のガ
バナーが今期も続投―つまり２年連続でガバ
ナーを務めることになったそうです。また第
2630地区（岐阜、三重）では日本初の女性
ガバナーが誕生したそうです。いずれも、現
在ロータリークラブが抱えています会員増強
と女性会員の入会問題に深く関わっている事

でもあり、各会員で充分話し合うべき課題
だと思います。最後にもう１つ、中津RCで
は会員同士の呼び方を「○○先生」ではなく
「○○さん」「○○会員」と呼ぼうと申し合
わせているそうです。私共のクラブでも、こ
の事については話し合いがあった事を思い出
し資料を探してみました。辛嶋会長年度の
1998.7.2.の理事会で「会員はお互いに“さん”
で呼ぼう」と理事会決定しております。つま
り私共のクラブでは決められた事、規則で
あったようです。是非「○○先生」ではなく
「○○さん」を励行しましょう。

幹事　榎本　正則
●例会変更　別府RC8/3
　18：30～、8/10 休会。
　豊前西RC 7/27 18：00、
　8/3 7：30、8/10 18：
　30、8/17 休会。別府
　北RC 8/15休会。別府

東RC 7/19会場変更、8/9会場変更、8/16
休会。別府中央RC 7/24 18:30 ～、8/14
休会。
●週報受理　中津RC、中津中央RC、天草中
央RC、本渡RC、豊後高田RC、豊前西RC
●会報受理　中津沖代ライオンズクラブ
●幹事報告
・チャレンジおおいた国体より国体リハー
サル大会のご案内。
・奉仕プロジェクト「こどもといのちのセ
ミナー開催のご案内」
●理事会報告　なし

・平成４RC姉妹交流会
　姉妹交流会の出欠をお願いします。日時
は11/17（土）・18（日）です。場所は福岡
市内です。

・出席委員会
　昨年度出席100%の方を表彰します。図書

カードを贈呈します。年間出席率は91.77%
でした。
・ホームクラブ100%出席
青木、榎本、松本

・100%出席
永松、二反田、岡野、若松、江渕、岩渕、
梶原、梶屋、加来、熊谷

担当：クラブ奉仕委員会

・小川会員
　早退いたします。
・若松会長
　昨年度はホームクラブ中心でしたので、今
回の他２RC挨拶廻りは久し振りのメークアッ
プでした。２RC共に面白い試みを色々され
ており、刺激を受けました。及び100％出席
の図書カードありがとうございました。
・岡野会員
　加来会員のお世話になりました。
・小野（嘉）会員
　国体の用意が大変です。
・松本会員
　娘の結婚式が日曜日ですのでよろしくお願
いします。
・梶原会員
　祇園のカレンダー買っていただいてありが
とうございました。
・加来会員
　100％出席ができました。

「今年度活動方針」
榎本幹事

　幹事としての基本方
針は特別にはありませ
ん。若松会長の基本方
針に沿ってクラブ運営を
していきたいと思ってお
ります。又、各委員会の活動計画がスムー
ズに運営できるよう、全力で協力していきた
いと考えています。今年度はガバナー公式

訪問が10月９日に中津中央RC、10日に中津
RC、そして11日に我が中津平成RCで行う
予定です。全て夜間例会となっています。当
日のスケジュールは午後４時より会長・幹事
会、５時よりクラブ協議会、６時30分より公
式訪問例会となっています。そして例会終了
後７時30分よりガバナーを交えた交流会とし
ております。ここ数年は３クラブ合同で行っ
ていたのですが、今年は昔に戻って単独で
行う事になりました。尚、向笠公園の清掃を
ガバナー訪問に合わせて10月４日の例会でお
願いできたらと思っています。ちなみに中津
RCは7月に、中津中央RCは４月に行う予定
です。次に姉妹交流例会を11月17・18日に
予定しております。今年は我が中津平成の当
番です。矢頭委員長が素晴らしい企画を考
えているみたいですので楽しみにしておりま
す。12月には昨年好評だったので今年も３ク
ラブ合同の忘年例会を12月19日（水）に行う
予定です。今年の当番は中津RCです。次に
地区大会についてですが、今年度はガバナー
方針として各クラブを訪問した後に地区大会
を行うという事で、５月17・18日に熊本の玉
名市であります。中津中央RCは親睦バス旅
行として参加するようです。我が中津平成も
全員参加で臨みたいと思っていますのでよろ
しくお願い致します。以上ですが、この１年
間一所懸命頑張りますので皆様のご協力よろ
しくお願い致します。

・SAA 松本委員長
　ロータリークラブにお
ける活動の原点は毎週
の例会にあると思います。
その例会が品位と秩序
を保ち、楽しい例会にな
るよう努力していきたい
と思います。
１．例会場での禁煙は引き続き行う。
２．ゲスト、ビジターを心を込めて歓迎する。
３．ゲスト卓話及び会員卓話中、特に私語の
ない様に努める。
４．夏期の一時期以外はネクタイ上着着用と
する。ただし職業上の制服は良いとする。
５．食事中BGMを流す。

「ロータリーは分かちあいの心」　“ROTARY SHARES” 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」　“He Profits Most Who Serves Best”

四つのテスト（言行はこれに照らしてから）　１. 真実かどうか　２. みんなに公平か   　 ３. 好意と友情を深めるか　４. みんなのためになるかどうか

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告
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委 員 会 報 告
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